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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 佐藤　佑哉  (3) 11.24/+1.7

仙台大学

余語　雄嗣  (3) 11.27/+1.7

鶴岡工業高

佐藤　拓    (3) 11.28/+1.7

鶴岡中央高

本間　可楠  (3) 11.45/+1.7

鶴岡中央高

松田　旬一 11.47/+1.7

高畠ワイン

堀　愛彦 11.51/+1.7

庄内ＡＣ

伊藤　輝    (3) 11.51/+1.7

米沢六中

２００ｍ 三上　諒樹  (2) 22.84/+0.3

山大医学部

本間　可楠  (3) 23.25/+0.3

鶴岡中央高

駒井　富岳  (6) 23.38/+0.3

山大医学部

鈴木　達大  (3) 23.45/+0.3

鶴岡東高

永谷　圭    (4) 23.90/+0.3

山大医学部

宇都出　甲斐(3) 24.06/+0.3

山大医学部

４００ｍ 今野　拓磨  (2) 49.76

NGR仙台大学

駒井　富岳  (6) 51.68

山大医学部

渡部　泰志  (2) 55.04

鶴岡中央高

佐藤　玄都  (1) 55.55

鶴岡高専

佐藤　春喜  (1) 55.67

鶴岡工業高

髙橋　翼    (3) 56.15

米沢中央高

白幡　翔太  (2) 57.19

鶴岡工業高

齋藤　蓮    (3) 58.52

鶴岡工業高

８００ｍ 丸山　拓海  (4)  2:01.24

鶴岡高専

谷口　輪    (2)  2:04.43

鶴岡東高

西村　諒介  (3)  2:06.86

宮内中

佐藤　貞惟  (3)  2:07.99

山大医学部

長南　昌吾  (1)  2:08.50

鶴岡南高

小野寺　瞭  (3)  2:11.81

鶴岡二中

加藤　広太  (2)  2:15.29

鶴岡南高

渡部　翔    (1)  2:16.32

鶴岡中央高

１５００ｍ 後藤　拓馬  4:05.08

鶴岡市陸協

梅木　侑介  4:08.70

鶴岡市陸協

五十嵐　宇駿  4:09.23

鶴岡市陸協

齋藤　貴志  4:20.04

鶴岡市陸協

菅原　一記  (2)  4:21.75

酒田光陵高

齋藤　雄也  (3)  4:21.89

酒田光陵高

角田　凜太郎(2)  4:23.69

山大医学部

土門　晃大  (3)  4:24.70

山大医学部

３０００ｍ 丸山　祐也  (1)  9:34.28

鶴岡工業高

白幡　一真  (1)  9:41.75

鶴岡工業高

高橋　光    (3)  9:54.44

高畠一中

佐藤　茂哉  (1) 10:03.55

米沢中央高

梅木　尚    (2) 10:04.43

鶴岡二中

平　創      (3) 10:05.47

鶴岡二中

髙城　竜太郎(2) 10:06.52

鶴岡二中

真坂　龍平  (2) 10:20.96

鶴岡二中

５０００ｍ 佐藤　将    (2) 15:50.69

鶴岡東高

高橋　直貴 16:01.02

酒田市陸協

齋藤　貴志 16:08.36

鶴岡市陸協

佐藤　李成  (2) 16:12.79

鶴岡中央高

難波　大翔  (3) 16:31.50

鶴岡工業高

田中　翔太  (3) 16:34.69

鶴岡工業高

若生　高秀 16:37.23

鶴岡市陸協

佐藤　智武 16:40.11

鶴岡市陸協

１１０ｍＨ

(1.067m)

佐藤　貴之  (3) 15.02/-1.3

NGR仙台大学

茂木　大地  (3) 16.46/-1.3

鶴岡工業高

佐藤　匠    (2) 16.85/-1.3

鶴岡工業高

４００ｍＨ

(0.914m)

鐙谷　亮 58.47

酒田市陸協

谷口　輪    (2)  1:01.10

鶴岡東高

宮崎　収    (4)  1:11.97

山大医学部

３０００ｍＳＣ 齋藤　貴志 10:02.47

鶴岡市陸協

菅原　隼希 10:27.40

鶴岡市陸協

小谷野　拓也(2) 10:33.66

山大医学部

日向　貴憲 10:34.07

鶴岡市陸協

鈴木　崇宏  (4) 10:43.87

山大医学部

加藤　岳史  (3) 10:56.25

酒田光陵高

丹下　功貴  (1) 11:42.85

鶴岡高専

岡部　颯人  (2) 12:10.22

鶴岡東高

４×１００ｍ 山形大学 44.81

三上　諒樹  (2)

高畑　葵    (6)

永谷　圭    (4)

大橋　卓馬  (6)

酒田市陸協 44.85

古田　飛翔

菅原　達矢

本間　圭輔

高橋　尚

鶴岡東高Ａ 44.98

丸山　皓令  (3)

齋藤　義希  (3)

柳橋　昂太  (3)

鈴木　達大  (3)

鶴岡工業高 45.90

菅原　駿大  (2)

佐藤　洸希  (3)

伊藤　拓朗  (3)

齋藤　蓮    (3)

鶴岡南高 46.25

鈴木　輝    (2)

奥村　祐介  (2)

加藤　広太  (2)

和田　佳大  (2)

鶴岡東高Ｂ 47.27

谷口　輪    (2)

若木　寿太  (1)

萬年　聖    (2)

佐藤　悠雅  (1)

余目中Ａ 48.51

佐藤　慶    (3)

佐藤　史音  (3)

富樫　勇斗  (3)

武田　寛成  (3)

高畠一中 49.31

萩原　大輔  (2)

梅津　光    (3)

相場　哲也  (3)

高梨　綾稀  (3)

４×４００ｍ 山大医６年  3:33.46

麻生　正    (6)

高畑　葵    (6)

斎藤　浩一  (6)

駒井　富岳  (6)

鶴岡東高Ａ  3:34.66

丸山　皓令  (3)

柳橋　昂太  (3)

齋藤　義希  (3)

鈴木　達大  (3)

鶴岡高専  3:37.59

佐藤　玄都  (1)

丸山　拓海  (4)

德岳　勇佑  (5)

阿蘇　丈典  (3)

鶴岡市陸協  3:40.27

後藤　拓馬

五十嵐　宇駿

齋藤　貴志

梅木　侑介

鶴岡南高  3:42.95

鈴木　輝    (2)

長南　昌吾  (1)

加藤　広太  (2)

和田　佳大  (2)

鶴岡工業高  3:43.07

白幡　翔太  (2)

佐藤　春喜  (1)

助川　輝    (2)

菅原　駿大  (2)

山大医２年  3:43.47

菊地　諒    (2)

三上　諒樹  (2)

角田　凜太郎(2)

小谷野　拓也(2)

鶴岡中央高  3:44.05

渡部　泰志  (2)

三浦　誠喜  (2)

渡部　翔    (1)

佐藤　李成  (2)

走高跳 丸山　暢    (3) 1m96

NGR鶴岡工業高

佐藤　匠    (2) 1m80

鶴岡工業高

佐々木　亮 1m65

庄内ＡＣ

高梨　綾稀  (3) 1m65

高畠一中

棒高跳 高梨　渓    (2) 4m00

NGR仙台大学

大友　大輝  (1) 3m40

米沢中央高

遠藤　大河  (1) 2m90

米沢中央高

佐藤　慶    (3) 2m90

余目中

冨樫　翔    (2) 2m60

余目中

武田　寛成  (3) 2m50

余目中

走幅跳 小野寺　大佑(1)   6m43/+1.3

仙台大学

齋藤　義希  (3)   6m41/+1.6

鶴岡東高

麻生　正    (6)   6m32/+0.6

山大医学部

佐藤　洸希  (3)   6m19/+1.1

鶴岡工業高

齋藤　魁斗  (1)   5m93/+1.6

米沢中央高

三浦　誠喜  (2)   5m83/+1.5

鶴岡中央高

白幡　結人  (1)   5m70/+0.0

鶴岡南高

德岳　勇佑  (5)   5m70/-1.6

鶴岡高専

三段跳 池田　剛  14m84/+2.5

庄内ＡＣ

小野寺　大佑(1)  13m19/+2.6

仙台大学

高橋　尚  13m04/-1.2

酒田市陸協

柳橋　昂太  (3)  12m54/-0.2

鶴岡東高

佐藤　洸希  (3)  12m26/+1.2

鶴岡工業高

小嶋　拓斗  (1)  12m00/+2.3

米沢中央高

菅野　竜太  (3)  11m85/-1.7

米沢中央高

佐藤　玄典  (3)  11m63/-1.7

鶴岡中央高

砲丸投(一般)

(7.260kg)

難波　久彦   9m71

鶴岡市陸協

安達　拓真  (4)   9m06

鶴岡高専

佐藤　克司   7m86

鶴岡市陸協

砲丸投(高校)

(6.000kg)

松田　知利  (1)  12m64

NGR庄内総合高

毛　愛鵬    (1)  11m45

米沢中央高

滝川　市朗  (1)   8m65

鶴岡東高

円盤投(一般)

(2.000kg)

安達　拓真  (4)  30m53

鶴岡高専

狩野　龍之介(3)  27m01

山大医学部

田中　喬之  (5)  24m15

山大医学部

円盤投(高校)

(1.750kg)

松田　知利  (1)  32m30

庄内総合高

毛　愛鵬    (1)  30m03

米沢中央高

粕谷　貴裕  (3)  28m82

酒田南高

澤口　宙    (1)  26m30

米沢中央高

鈴木　湧斗  (3)  24m86

庄内総合高

ハンマー投(一般)

(7.260kg)

狩野　龍之介(3)  35m95

山大医学部

難波　久彦  33m17

鶴岡市陸協

佐藤　克司  31m26

鶴岡市陸協

石川　太郎  (6)  24m66

山大医学部

やり投

(0.800kg)

古田　飛翔  48m59

酒田市陸協

荘司　亮    (3)  45m34

庄内総合高

渡部　裕    (3)  45m06

鶴岡工業高

門脇　豪    (3)  44m19

庄内総合高

松浦　政義  (3)  40m54

鶴岡工業高

齊藤　啓    (2)  38m84

庄内総合高

萬年　聖    (2)  38m10

鶴岡東高

今野　祐生  (6)  37m55

山大医学部

男子

総　　　　　務　：佐藤　伸一

トラック審判長　：今野　一彦

フィールド審判長：土岐　秀昭

記　録　主　任　：押井　真吾

 6月 8日  9:30 晴れ  24.6℃   61％ 南東 2.2m/s

 6月 8日 10:00 曇り  26.0℃   62％ 南東 4.0m/s

 6月 8日 11:00 曇り  25.0℃   61％ 東 2.5m/s

 6月 8日 12:00 曇り  25.5℃   61％ 南東 1.5m/s

 6月 8日 13:00 晴れ  26.5℃   58％ 南東 3.5m/s

 6月 8日 14:00 晴れ  26.0℃   58％ 東 1.9m/s

 6月 8日 15:00 曇り  26.0℃   58％ 東 2.5m/s

 6月 8日 16:00 曇り  25.6℃   62％ 北東 3.5m/s

 6月 8日 17:00 曇り  24.5℃   64％ 東 1.7m/s

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 前山　すみれ(3) 12.69/+3.3

米沢六中

和地　彩花  (3) 13.02/+3.3

南原中

伊藤　七海  (2) 13.07/+3.3

鶴岡工業高

佐藤　麻理亜(2) 13.22/+3.3

鶴岡中央高

佐藤　佳穂  (2) 13.25/+3.3

鶴岡北高

神居　雛    (2) 13.52/+3.3

米沢中央高

叶野　愛羅  (2) 13.64/+3.3

立川中

丹下　まみ  (3) 13.72/+3.3

鶴岡二中

２００ｍ 前山　すみれ(3) 25.99/+1.8

NGR米沢六中

我孫子  美月(3) 27.05/+1.8

鶴岡中央高

髙橋　咲    (2) 27.05/+1.8

鶴岡中央高

五十嵐　宥  (3) 27.64/+1.8

鶴岡四中

五十嵐　葵  (3) 27.75/+1.8

鶴岡四中

大河内まどか(4) 28.27/+1.8

山大医学部

阿部　こころ(1) 28.73/+1.8

米沢中央高

田村　菜織  (1) 28.88/+1.8

鶴岡中央高

４００ｍ 五十嵐　香穂(2) 59.08

NGR鶴岡南高

８００ｍ 五十嵐　萌恵(2)  2:28.85

鶴岡南高

佐藤　明日美(2)  2:29.49

立川中

須貝　美齢  (3)  2:29.65

鶴岡四中

野口　柚葉  (2)  2:39.41

鶴岡北高

髙山　夢加  (2)  2:46.98

鶴岡二中

中村　紗也  (1)  2:56.09

鶴岡二中

冨樫　亜優  (2)  3:00.02

鶴岡四中

三浦　綾乃  (1)  3:02.56

鶴岡四中

１５００ｍ 江口　葵    (2)  4:57.01

羽黒中

三浦　花凜  (3)  5:12.92

高畠一中

五十嵐　徳子(1)  5:15.75

鶴岡北高

石塚　茉衣  (1)  5:16.37

鶴岡東高

渡部　星奈  (1)  5:17.39

鶴岡北高

菅原　知実  (2)  5:21.04

鶴岡中央高

樋浦　智美  (1)  5:22.48

鶴岡中央高

丸山　結衣  (1)  5:30.99

羽黒中

３０００ｍ 菅原　璃子  (2) 11:21.88

鶴岡東高

三浦　佳    (3) 12:25.04

鶴岡東高

勝見　茉耶  (4) 12:53.85

山大医学部

五十嵐　みく(2) 13:14.13

鶴岡東高

１００ｍＨ

(0.840m)

阿毛　清夏  (2) 15.92/+1.1

鶴岡中央高

伊藤　七海  (2) 15.93/+1.1

鶴岡工業高

我孫子  美月(3) 16.66/+1.1

鶴岡中央高

小関　菜月  (2) 17.51/+1.1

鶴岡中央高

遠藤　瑶子  (2) 17.56/+1.1

鶴岡北高

加藤　里紗  (2) 17.57/+1.1

鶴岡北高

竹内　千咲  (1) 17.68/+1.1

鶴岡工業高

色摩　由莉加(2) 17.79/+1.1

米沢中央高

４００ｍＨ

(0.762m)

田口　理梨  (3)  1:05.29

NGR鶴岡南高

根岸　美歩  (2)  1:18.65

真室川高

４×１００ｍ 鶴岡中央高 51.41

阿毛　清夏  (2)

我孫子  美月(3)

小関　菜月  (2)

佐藤　麻理亜(2)

鶴岡南高 52.54

佐藤　萌子  (2)

笹原　若葉  (1)

殿岡　しおな(1)

五十嵐　香穂(2)

鶴岡四中Ａ 52.88

秋庭　文音  (3)

五十嵐　宥  (3)

五十嵐　紫乃(3)

五十嵐　葵  (3)

余目中Ａ 52.96

髙橋　未来  (3)

國井　椿    (3)

太田　里乃  (3)

太田　茉咲  (2)

鶴岡北高 53.16

加藤　里紗  (2)

佐々木　春奈(1)

遠藤　瑶子  (2)

佐藤　佳穂  (2)

鶴岡二中Ａ 55.53

小鷹　美和  (3)

山口　百合花(3)

八渡　葵衣  (2)

丹下　まみ  (3)

余目中Ｂ 55.89

難波　柚季  (1)

阿部　花奈  (2)

山木　莉李花(1)

樋渡　優香  (2)

鶴岡東高 57.29

成澤　玲奈  (1)

佐藤　未来  (2)

石塚　美紀  (2)

奥山　里奈  (1)

４×４００ｍ 鶴岡中央高  4:16.99

NGR髙橋　咲    (2)

佐藤　麻理亜(2)

山本　春花  (3)

梅木　香夏  (3)

鶴岡北高  4:28.16

渡部　星奈  (1)

五十嵐　徳子(1)

佐藤　美紅  (1)

野口　柚葉  (2)

鶴岡東高  4:48.10

佐藤　未来  (2)

菅原　璃子  (2)

石塚　茉衣  (1)

三浦　佳    (3)

走高跳 殿岡　しおな(1) 1m51

鶴岡南高

阿毛　清夏  (2) 1m48

鶴岡中央高

五十嵐　紫乃(3) 1m40

鶴岡四中

齋藤　励奈  (2) 1m35

鶴岡中央高

大河内まどか(4) 1m35

山大医学部

梅津　光帆  (3) 1m25

鶴岡四中

粕谷　裕香  (1) 1m25

酒田南高

走幅跳 鈴木　美菜  (3)   5m30/-0.4

NGR鶴岡中央高

佐藤　和    (3)   5m10/+0.4

NGR宮内中

神居　雛    (2)   4m93/+1.8

米沢中央高

佐藤　佳穂  (2)   4m86/+0.8

鶴岡北高

佐藤　麻理亜(2)   4m81/-0.8

鶴岡中央高

色摩　由莉加(2)   4m64/+0.0

米沢中央高

和地　彩花  (3)   4m63/-0.7

南原中

佐藤　萌子  (2)   4m59/+0.2

鶴岡南高

三段跳 神居　雛    (2)  10m58/+0.1

米沢中央高

小関　菜月  (2)  10m00/+0.3

鶴岡中央高

砲丸投

(4.000kg)

齋藤　真希  (2)   8m90

余目中

石塚　美紀  (2)   6m83

鶴岡東高

円盤投

(1.000kg)

渡部　詩乃  (3)  29m78

鶴岡北高

渡部　結衣  (3)  29m17

櫛引中

齋藤　真希  (2)  28m51

余目中

やり投

(0.600kg)

池田　成紗  (3)  34m37

鶴岡北高

齋藤　真希  (2)  31m37

余目中

髙橋　那奈  (3)  26m93

鶴岡中央高

齋藤　莉子  (3)  24m06

庄内総合高

相田　都妃  (1)  23m99

米沢中央高

鈴木　恵    (1)  16m28

米沢中央高

女子

総　　　　　務　：佐藤　伸一

トラック審判長　：今野　一彦

フィールド審判長：土岐　秀昭

記　録　主　任　：押井　真吾

 6月 8日  9:30 晴れ  24.6℃   61％ 南東 2.2m/s

 6月 8日 10:00 曇り  26.0℃   62％ 南東 4.0m/s

 6月 8日 11:00 曇り  25.0℃   61％ 東 2.5m/s

 6月 8日 12:00 曇り  25.5℃   61％ 南東 1.5m/s

 6月 8日 13:00 晴れ  26.5℃   58％ 南東 3.5m/s

 6月 8日 14:00 晴れ  26.0℃   58％ 東 1.9m/s

 6月 8日 15:00 曇り  26.0℃   58％ 東 2.5m/s

 6月 8日 16:00 曇り  25.6℃   62％ 北東 3.5m/s

 6月 8日 17:00 曇り  24.5℃   64％ 東 1.7m/s

凡例（NGR:大会新記録）


